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１．計画策定の経過及び趣旨                       

 

雲南市は、２００４（平成 16）年 11月に町村合併し、雲南市男女共同参画推進条

例を制定しました。この条例に基づき「雲南市男女共同参画計画」（以下「第１次計画」）

は、2007（平成 19）年４月から２０１１（平成 2３）年３月までの４年間を第１期

推進期間、2011（平成 23）年４月からの４年間を第２期推進期間としており、第１

次計画の計画期間が２０１５（平成 2７）年３月で満了するため、新たな計画として

「第２次雲南市男女共同参画計画」（以下「第２次計画」）を策定するものです。 

雲南市は、「すべての男女の人権を尊重し、それぞれの個性と能力を活かし、あらゆ

る活動に対等に参画できる男女共同参画社会」の実現を目指して、「雲南市男女共同参

画推進条例」に基づき、雲南市の男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、様々な施策を進めてきました。 

これまで男女共同参画社会実現に向け、法制度の整備や意識啓発などが行われてき

ましたが、性別による固定的役割分担意識、社会的な慣習は根強く残っています。少

子高齢化の進展、人口減少社会の到来、家族や地域社会の変化、経済の長期的低迷に

伴う非正規労働者の増加、貧困・格差の拡大、配偶者などからの暴力被害の深刻化、

防災・災害復興における男女共同参画の視点の必要性など社会情勢が大きく変化する

中、現代社会が抱える様々な課題への対応が必要となっています。 

本計画は、「男女共同参画社会実現」を重要な課題と位置づけ、市民一人一人や事業

所、各団体などと連携しながら男女共同参画に関する雲南市の施策を推進していくた

めの指針となるものです。これまで以上に市民や市内の事業所、各団体などと密接に

関わり、行政として取り組むべきことを明確化して、男女共同参画社会実現に向けて

実効性のある計画推進を図ります。 

また、今計画は、国が２０１４（平成２６）年に改正した「配偶者からの暴力防止

及び被害者の保護等に関する法律」に基づく本市におけるＤＶ対策基本計画となりま

す。 
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２．現行計画策定後の状況                        

 

（１）国の動き 

      国は、第３次男女共同参画基本計画２０１０（平成２２）年から２０１５（平成２ 

７）年の５年間を２０１０（平成２２）年１２月に策定しました。計画において強調 

すべき視点として、「女性の活躍による経済社会の活性化」「男性、子どもにとっての 

男女共同参画」「様々な困難な状況に置かれている人々への対応」「女性に対するあら 

ゆる暴力の根絶」「地域における身近な男女共同参画の推進」を掲げ、１５の重点分野 

における施策の基本的方向と具体的施策を明らかにしました。 

 

（２）県の動き 

   島根県は、第２次島根県男女共同参画計画２０１１（平成２３）年から２０１５（平 

成２７）年の５年間の策定にあたり中間取りまとめを２０１０（平成２２）年１１月 

に発表しました。新たな取組として「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和 

の推進）」「男性や若者への意識啓発」「男女双方の視点に立った健康づくりの推進」を 

盛り込み、重点目標８項目を掲げ、施策の方向性を示しました。 

 

（３）雲南市の状況 

   ２００８（平成 20）年 4月に雲南市男女共同参画センターを設置し、研修会、講演 

会の開催など男女共同参画意識の普及と女性相談やＤＶ（ドメスティック・バイオレ 

ンス）対策事業などの体制づくりに努めてきました。 

 ２０１０（平成 2２）年の「男性のための生活自立支援セミナー」参加者の中から、

「グランパ in 雲南」が誕生しました。孤立しがちな退職後の第２の人生を孫世代と共

に楽しみ、絵本ライヴ、手遊び、マジックショーなどエンターテイメント性に磨きを

かけるための学び、努力を惜しむことなく、何より自分たちが楽しむ活動をしていま

す。県下でも注目を集めている団体です。 

 ２０１３（平成 25）年 11月 30日に県下で４番目となる「男女共同参画宣言都市」

となりました。男女共同参画意識づくりのすそ野を広げるため、市民・議会・行政が

一体となって、男女共同参画社会の実現に向けての気運を広く醸成することを目的と

し、「男女共同参画宣言都市奨励事業」を実施しました。これを契機として雲南市は

推進・啓発活動の更なる充実、宣言文の浸透、施策の課題解決などを進めていく必要

があります。 

 啓発活動においては、これまでに島根県から委嘱を受けた雲南市在住の島根県男女

共同参画サポーター、雲南市男女共同参画まちづくりネットワーク会議による意識啓

発活動を行っています。 
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３．策定計画の性格と期間                        

    

（１）この計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条に基づく法定計画であり、また 

「雲南市男女共同参画推進条例」第９条の規定により策定するもので、雲南市にお 

ける男女共同参画社会を実現するための指針として、市が実施する施策の基本的方向 

を総合的に示すものです。 

 

（２）この計画は、「雲南市総合計画」を上位計画とし、その部門別計画の一つであり、男 

  女共同参画施策を総合的に推進するために他の部門別計画と連携し、市の各部局の施 

策を男女共同参画の視点から横断的に捉えるものです。 

 

（３）期間は、２０１５（平成 27）年４月から２０２５（平成 3７）年３月までの 10年 

間とします。 

なお、社会情勢の変化などに対応し、適宜見直しを図ります。 

 

 

４．雲南市が目指す姿                            

 

-気づいて築く雲南市- 

すべての男女の人権を尊重し、それぞれの個性と能力を活かし、あらゆる活動に対等 

に参画できる社会づくりの実現 
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５．基本理念及び基本目標                           

   

男女共同参画社会とは、男女が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮する

機会が確保され、社会の対等な構成員として自らの意思により家庭・地域・職場・学校

等、その他の社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を分かち合いながら

多様な生き方を選択することができる社会です。 

  また、男女共同参画社会の実現には、男女の意識改革を進めていくことが重要です。 

 

（１） 基本理念 

 

ア 男女の人権の尊重 

男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別 

的取り扱いを受けることなく平等に扱われ、男女が個人としての能力を発揮する機

会が確保されること、男女の人権が尊重されること。 

 

イ あらゆる暴力の根絶 

  配偶者などからの暴力及び児童への暴力ならびに性的嫌がらせなどによる個人の

尊厳を害することを防止し、被害者への支援、相談体制の充実をはかること。  

 

 ウ 政策決定の場への男女共同参画 

    男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野におい 

て、政策方針の決定、計画の立案等に男女が共同して参画する機会が確保されるこ 

とを基本として行われなければならない。 

 

エ 男女の家庭生活と他の活動の両立 

  男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に家

事、育児、介護について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、社会生活

における活動に対等に参画することができるようにすることを基本として行わなけ

ればならない。 

 

オ 性と生殖に関する健康に関しての男女の人権尊重 

  男女が互いに性に関する理解を深め、人権尊重の視点に立ち、生涯にわたる性と

生殖に関する自己決定の権利が尊重され、共に健康な生活が営まれ、権利が尊重さ

れること。 
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カ 国際的視野の下での男女共同参画 

  男女共同参画の推進は、男女共同参画社会の形成促進の取組が国際的協調の下で

推進されることを基本として行わなければならない。 

 

 

 

（２）基本目標 

  前述の基本理念に基づく施策を展開するために、次の６つの基本目標を定めます。 

   

基本目標Ⅰ 一人一人が大切にされる「人権文化」の創造 

 

 

   基本目標Ⅱ あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

 

 

基本目標Ⅲ 女性が参画しやすい体制をつくり、ものごとの企画や決定に男女とも 

に関わることができる環境の整備 

 

基本目標Ⅳ 男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学 

校等 

 

  基本目標Ⅴ 様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備 

 

 

   基本目標Ⅵ 総合的な推進体制の整備 
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６．重点的に取り組む事項                        

   

本計画において，重点的に取り組む事項は以下の点です。 

    

（１）男女の人権尊重のための教育・学習の充実 

島根県男女共同参画サポーター、男女共同参画まちづくりネットワーク会議は、男

女共同参画意識の啓発を推進しています。家庭・地域・職場・学校等に対し、課題に

応じた意識啓発活動を行います。 

また、性別による固定的役割分担意識の解消など男女共同参画意識が更に浸透し、

地域で男女が生き生きと活力あるまちづくりに取り組めるよう様々な団体、グループ、

事業所と連携をとり、意識啓発のための研修、講座の開催や情報を提供します。 

子どものころからジェンダーにとらわれない視点を取り入れた教育・保育を進め、

将来のことを考えることのできる子どもたちの育成に取組ます。 

また、教職員・保育者の意識啓発のための研修、講座の開催や情報を提供します。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスと職場での女性の活躍を推進します。 

市内事業者に対し、男女共同参画社会実現の必要性を訴え、ワーク・ライフ・バラ

ンスとポジティブ・アクション（女性の積極的改善措置）の推進を働きかけていきま

す。 

また、男性の家庭生活（家事、育児、介護等）への参画を呼びかけ、男女の意識改

革を図り、健康維持増進を働きかけていきます。 

 

（３）政策・方針の立案及び決定への女性の参画の推進・各種委員と地域・団体の役員に 

女性の参画を積極的に進めるとともに女性の人材育成に努めます。 

                  市の審議会等への女性の参画率は、まだ約３０％であり、今後、政策・方針決定過 

  程への女性の参画拡大を市役所全体で進めていきます。また、地域の団体等あらゆる 

  分野における女性の参画が進むよう働きかけていきます。更に、地域で活躍している 

女性に対し、情報交換の機会の提供、女性リーダー育成のための研修会を開催します。 

 

（４）「雲南市ＤＶ対策基本計画」の推進に努めます。 

   被害者の支援、相談体制機能の充実、意識啓発活動などの取組を強化します。あら 

ゆる暴力を容認しない社会風土を醸成するために、啓発活動を強力に推進します。 

 

（５）様々な困難を抱える人への相談・支援の充実に努めます。 

 男女共同参画社会は、だれもが孤立せず社会参加を通していきいきと暮らせる社会

を目指します。このため高齢者、障がいのある人、外国人市民、ひとり親家庭等、様々
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な立場にある男女が安心して暮らせる環境を整備するため相談・支援の充実と相談窓

口の周知を徹底します。 

生活困窮など様々な困難を抱える人への対応として、「生活困窮者自立支援法」に基 

づき、自立促進に向けた調査・研究をはじめ、効果的な支援の検討・実施にあたり関 

係機関との連携を図ります。 

 

７．計画の推進                                          

 

（1）課題解決に向けた成果を生み出す施策の実践、行動意識や慣行などを問い直すための 

施策を進めるために、市民の行動指針「都市宣言文」の浸透、具体的な行動（実践） 

に結び付け、実のある施策推進をします。 

 

（2）施策に具体的な目標を示します。 

 年次報告書により、施策の実施状況、課題などから年度ごとの検証を行いますが、目

標の達成度をより明確にします。 

 

（3）他の計画との整合・連携を図ります。 

施策の範囲が広く、いくつもの分野にわたります。最上位計画となる「雲南市総合計画」、

各部局では関連計画に基づいて施策が進められています。第２次計画では、それらとの

整合を図り、有機的に連携しながら施策を推進します。 

 

（4）「参画」「人権尊重」「気づいて築く」「協働」が施策を進めるキーワードです。 

・様々な分野の活動に主体的に関わり、一人一人が多様な個性や能力を発揮することが 

 できる「参画」を推進します。 

・すべての男女の「人権を尊重」します。 

・家庭・職場・地域・学校等で「気づいて築く」生活が送れるよう働きかけます。 

・市民・議会・行政が「協働」で男女共同参画を推進します。 

 

 



基本目標 基本課題

Ⅰ (1) 男性・子どもにとっての男女共同参画の推進

(2) 固定的な性別役割分担意識の解消

(3) 慣行などの見直しの呼びかけ

(4) メディアにおける男女共同参画の推進

(5) エンパワメント（女性の能力育成・開発）に向けた啓発の推進

２．生涯を通じた健康支援 （6）
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の尊
重と意識啓発

(7) 幼児期からの性の尊重と健康に関する正しい理解の促進

(8) 妊産婦・乳幼児健康診査と保健指導の充実

(9) ライフステージに応じた身体・こころの健康支援と相談体制の充実

(10) 性に配慮した的確な医療や健康診査の機会の充実

Ⅱ (11) 「雲南市ＤＶ防止対策基本計画」に基づく啓発と推進

(12) ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)等の相談体制と防止対策の推進

(13) 性犯罪への対策の推進

    【雲南市DV対策基本計画】 (14) ハラスメントの相談体制と防止対策の推進

(15) 児童・高齢者・障がいのある人への虐待防止と対策の強化

Ⅲ (16) 審議会等への女性の参画促進

(17) 各種団体における女性の登用促進

(18) 女性の人材育成の推進

(19) 家庭生活における男女共同参画意識の啓発

Ⅳ １．家庭生活での男女共同参画の促進 (20) 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護の支援

(21) ワーク・ライフ・バランスについての理解と定着

２．ワーク・ライフ・バランスの推進 (22) 各休業制度の取得促進

(23) 地域における男女共同参画の促進

(24) 防災分野における男女共同参画の推進

(25) 女性の視点を活かした観光分野の推進

(26) 男女がともに取り組む環境対策の推進

(27) 地域活動に取り組む団体の方針決定過程への女性の参画の促進

(28) ポジティブ・アクション(積極的改善措置）の推進

(29) 職場における男女共同参画に関する啓発と支援

(30) 入札参加資格者要件に係る男女共同参画の推進

(31) 事業所の男女共同参画実態調査の実施・結果の共有

(32) 男女に均等な雇用環境の整備

(33) 各種団体への女性の参画促進

(34) IUターン者の起業や女性生産活動グループの支援

(35) 教職員等に対する研修

６．学校等における男女共同参画の
　　推進

(36) 幼児・児童・生徒に対する発達段階に応じた指導

(37) 学校評議員・PTA等女性役員登用への積極的な推進

Ⅴ (38) 高齢者の自立した生活に対する支援や相談支援の充実

(39) 障がいのある人の自立した生活に対する支援や相談支援の充実

２．外国人市民が安心して暮らせる環
     境の整備

(40) 外国人市民の暮らしやすさに配慮した支援や相談支援の充実

(41) 多文化共生意識の高揚

４．生活困窮など様々な困難を抱える
     人への対応

(43) 自立促進に向けた調査・研究

(44) 効果的な支援の検討・実施

Ⅵ
１．市役所推進体制の充実 (45) 市民と協働の推進体制の確立

(46) 庁内推進体制の強化

(47) 計画の進行管理・評価・分析・見直し

(48) 男女共同参画に関する意識啓発

(49) 男女共同参画の視点に立った市の制度・施策の見直し

(50) 相談窓口体制の充実

(51) 女性職員の管理職育成と積極的登用

(52) 各休業制度取得促進

(53) ハラスメント防止と相談体制の充実

(54) 男女共同参画センターの周知と活用

(55) 男女共同参画に関する調査研究・情報提供の充実

(56) 男女共同参画関係団体の活動拠点の設置、活用

３．地域における男女の均等な機会と
     参画促進

雲南市男女共同参画計画　策定計画施策体系図
具体的施策

一人一人が大切にされ
る「人権文化」の創造

１．「気づく」「参画する」「自律・自立」
    意識の促進

あらゆる暴力の根絶と
被害者への支援

１．あらゆる暴力の根絶と被害者への
　　支援

女性が参画しやすい体
制をつくり、ものごとの
企画や決定に男女とも
に関わることができる環
境の整備

１．政策・方針決定過程への男女共同
     参画推進

男女が互いの個性や能
力を認め合い、支えあう
家庭・地域・職場・学校
等

ひとり親家庭等に対する子育て支援や相談支援の充実

総合的な推進体制の整
備

２．男女共同参画推進モデルとしての
     市役所における環境の整備

３．男女共同参画推進拠点の機能と体
　　制の強化

４．労働の場（職場）における男女共同
     参画の確立

５．商工・農林・水産業等における男女
     共同参画の推進

様々な立場にある男女
が安心して暮らせる環
境の整備

１．高齢者、障がいのある人が安心して
     暮らせる環境の整備

３．ひとり親世帯等に対する環境整備
     の推進

(42)

8
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施策内容 

基本目標Ⅰ．一人一人が大切にされる「人権文化」の創造 

 

Ⅰ－１．「気づく」「参画する」「自律・自立」意識の促進 

 

現状と課題 

 固定的性別役割分担意識は、解消されつつあるものの依然として高齢の世代、男性に根強く残

っています。それは、未だに多くの男性が長時間労働を良しとし、家事・育児などに積極的に関

われないことが一つの要因と言えます。 

 男女共同参画社会づくりは、全ての人が対等にいきる社会づくりであり、人権の視点が重要だ

と重要です。 

「働く女性のみの課題」「家庭内等の小さな課題」を解消するための施策と捉えられがちです

が、しかし、女性だけではなく男性にも子どもにも大切な課題として共感できるものになるよう、

男女平等意識の浸透を図る働きかけをする必要があります。 

 女性が社会のあらゆる分野に参画していくことは、単に労働力の提供だけではなく、女性も男

性もすべての人が、生きている喜びを教授することができるよう、あらゆる領域で社会参加する

権利が守られる社会づくりが重要です。 

また、女性自身も、個性や能力を発揮することにより、社会の形成に貢献できる意識をはぐく

むことが重要です。そのためには、女性が自分自身の課題を自ら考え、決定し、実行する力、他

者に依存することなく、はつらつと輝いて生きていける力を身につけることが必要です。 

一方、膨大なメディアからの情報にあふれる現代社会において、市等の発信する情報に対し、

先入観の固定化や差別・ハラスメントなど、男女の人権を傷つけることがないよう注意をはらう

こと、市民一人一人のジェンダーに敏感な視点を育てることが必要となります。 

 

 具体的施策 施 策 内 容  所管課 

１ 男性・子どもにとって

の男女共同参画の推

進 

【男女共同参画社会の形成は男性や子どもが、より暮らしや

すくなるものであることへの理解が促進されるよう、広報・

啓発活動、学習機会の提供をします。また、男性の意識改革、

生活・自立能力を高める取組を行います。】 

●ジェンダーチェック（家庭・地域・職場・学校など身近な

暮らしの中にある固定的性別役割分担意識の見直し等）の実

施による意識啓発 

●家庭・地域・職場・学校等に対し、人権尊重、男女平等に

ついての講演会、研修会・実践講座の開催と情報提供 

●男女共同参画計画、男女共同参画都市宣言文、「平和を」

の都市宣言の実践化と広報・啓発活動 

●男女共同参画月間・週間、人権週間、愛と平和の教育推進

月間などを利用した重点的な広報活動 

●わかりやすい啓発チラシや資料等の作成・活用 

男女共同参画セ

ンター 

人権センター 

学校教育課 

子育て支援課 
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２ 固定的な性別役割分

担意識の解消 

【男女が共に個性・能力・適性・生き方をジェンダーに捉わ

れることなく、相互に尊重し、自律・自立意識の促進を図り

ます。】 

●ジェンダーチェック（家庭・地域・職場・学校など身近な

暮らしの中にある固定的性別役割分担意識の見直し等）の実

施による意識啓発 

●家庭・職場・地域・学校等に対する性別的役割分担意識の

見直しを促す学習機会の充実（研修会・パネル展示等） 

●男女共同参画計画・男女共同参画都市宣言文、「平和を」

の都市宣言の実践化と広報・啓発活動 

●男女共同参画月間・週間、人権週間、愛と平和の教育推進

月間などを利用した重点的な広報活動 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

3 慣行などの見直しの

呼びかけ 

【人々の意識の中に形成された「性別的役割分担意識」の解

消を促すとともに、わかりやすく且つ効果的な資料、学習機

会の提供を行います。】 

●家庭・職場・地域・学校等に対する情報提供 

●家庭・職場・地域・学校等に対する講演会、研修会の実施 

●パネル展示等の啓発活動 

●わかりやすい啓発チラシや資料等の作成・活用 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

4 メディアにおける男

女共同参画の推進 

【メディアが市民の意識形成に影響することを考慮し、人権

尊重の視点に留意するとともにメディア・リテラシーの向上

を支援します。】 

●公的広報、出版物に関するガイドライン作成と活用（公的

機関及び公共的団体） 

●メディア・リテラシーを考える学習機会の提供・啓発 

 

男女共同参画 

センター 

情報政策課 

 

5 

 

 

エンパワメント（女性

の能力育成・開発）に

向けた啓発の推進 

【女性の「自律」（自ら決定し、実行する力）と「自立」（他

者に依存することなくいきいきと生きる力）に向けた意識啓

発と能力開発を進めます。】 

●育児や介護などにより退職した女性の再就職支援・女性の

職業能力開発支援・キャリア形成のための情報提供 

●自己啓発実現のためのセミナーの実施と支援 

男女共同参画セ

ンター 

商工観光課 
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２．生涯を通じた健康支援 

 

現状と課題 

  生涯を通じて男女はそれぞれに健康上の問題に直面します。男女が個々の身体の健康を十分に 

尊重、理解しあい、相手に対するあたたかい気持ちを持って生きていくことは男女共同参画社会 

の形成にあたっての前提と言えます。したがって、それぞれの身体的な特性を配慮した健康づく 

りや健康診断、健康相談の体制を整えることが必要です。 

また、男女が平等な立場から妊娠・出産について意思決定できることも重要なことです。その 

ために、個々が性と生殖に関する知識を十分にもつことが大切です。当然、産む・産まないに関

係なく、すべての人の健康は守られるべきです。 

近年では、働く女性が増え、婚姻年齢、出産年齢の上昇など女性のライフスタイルが多様化し 

ており、それぞれの女性が安全で安心な妊娠・出産を実現できるような条件を整えることが課題

となっています。もちろん、出産後も、母子に対してはきめ細やかなサポートが必要です。 

  一方、心の健康という点に目を向けると、近年では自死の問題が進申告な状況を呈しています。 

特に男性の自死率は、４７都道府県全てで女性の自死率を上回っています。主たる原因は、家庭 

の問題、健康の問題、経済・生活の問題、勤務問題が上位を占めています。 

自死率（人口１０万人対）は、２０１１（平成２３）年、全国平均２２．９人、島根県２６．

３人、雲南圏域では、３４．５人。自死者数は、男性１３８人、女性４８人、総数１８６人。死

亡率で見る島根県の位置は、６位／４７都道府県。 

２０１２（平成２４）年、全国平均２１．０人、島根県２２．８人、自死者数は、男性１２８

人、女性３２人、総数１６０人。死亡率で見る島根県の位置は、１１位／４７都道府県。 

２０１４（平成２５）年、全国平均２１．４人、島根県２７．３人、雲南圏域は数値の公表な

し。自死者数は、男性１２２人、女性５５人、総数１７７人。死亡率で見る島根県の位置は、島

根県、雲南圏域ともに、全国平均を上回っています。 

年代別自死者数は、２００３～２０１２（平成１５～２４）年は、５０代男性４１人と最も多

く、次いで７０代３１人、６０代２８人。男性に対する自死予防啓発、自死者数の多くを占めて

いる５０代以降の男女に対する支援が必要です。国が社会全体の問題として捉え、人を自死に追

い込む構造に対する対策を行う事、自死遺族に対するケアも重要視されています。 

【内閣府・雲南保健所資料より】 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

6 

 

 

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ（性と生

殖に関する健康と権

利）の尊重と意識啓発 

 

【妊娠・出産など、性差による健康上の問題を正しく理解で

きるように、学習機会を提供します。また、相談体制の充実

を図ります。】 

●成人を対象とした講座を開催し、リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツの知識の普及や女性の人権についての学習機会

の充実 

●リプロダクティブ・ヘルス／ライツの尊重について、正し

い知識の習得と意識啓発の充実 

●性と生殖に関する悩みなど各種相談に応じて支援、関係機

関との連携、情報提供 

男女共同参画 

センター 

人権センター 

健康推進課 
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7 

 

 

幼児期からの性の尊

重と健康に関する正

しい理解の促進 

【ジェンダーに捉われず、「自分らしく」生きていくため、

「性」を正しく理解し、尊重することができるよう幼児期か

ら取組ます。】 

●ジェンダーにとらわれない、一人一人の個性と能力を尊重

する教育の充実 

●性に対する正しい知識を学ぶ機会の提供 

●教職員・保育士などへの研修の充実 

男女共同参画 

センター 

教育委員会 

総合センター 

健康推進課 

8 

 

妊産婦・乳幼児健康診

査と保健指導の充実 

 

 

【安心・安全に子どもを産み育てることができるよう、支援

体制の充実を図ります。】 

●妊産婦、乳幼児健診の内容の充実と自己負担軽減を継続 

●母性保護のための情報提供と妊娠中及び出産後の女性の

健康管理に係る措置に関する啓発 

●妊産婦・新生児の訪問指導による、母親への支援と父親の

育児参画促進 

●在住外国人向け母子保健情報の提供、個別支援 

●相談及び支援体制の充実 

●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推

進 

男女共同参画 

センター 

総合センター 

健康推進課 

地域振興課 

都市建築課 

業務管理課 

9 ライフステージに応

じた身体・こころの健

康支援と相談体制の

充実 

【多様化するライフステージに応じた身体・こころについて

の理解を深めます。】 

●女性のライフステージごとの身体・こころの変化につい

て、女性、男性ともに理解を深められる啓発ちらし等の作成、

講座・講演会の開催 

●生涯を通じて性や健康に関する相談体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

総合センター 

健康推進課 

10 性に配慮した的確な

医療や健康診査の機

会と充実 

【性差医療の情報提供と身体・こころの健康に関する理解と

受診に向けた取組を進めていきます。また、個に対する医療

の在り方を尊重します。】 

●性差医療に関する知識の普及 

●性差に応じたがん検診（乳がん・子宮がん・前立腺がん）

や生活習慣病の予防施策の推進と事後指導の充実 

●性と生殖に関する悩みなど各種相談に応じた支援（助言・

情報提供など） 

●性の尊重を促す啓発活動の実施 

男女共同参画セ

ンター 

総合センター 

健康推進課 
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基本目標Ⅱ．あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

 

Ⅱ－１．あらゆる暴力の根絶と被害者への支援【雲南市ＤＶ対策基本計画】 

 

現状と課題 

 配偶者やパートナーに対しての暴力は、重大な犯罪であるという考え方が社会に広まってきま

した。配偶者やパートナーからの暴力は、家庭内などプライベートな関係の中で行われるため発

見が困難で潜在化しやすく、暴力被害に悩む人は後を絶ちません。 

また、親などのＤＶを日常的に見ることを強いられてきた子どもたちは、心に深い傷を負うこ

とになります。したがって、ＤＶの問題は児童虐待防止と合わせた取組も不可欠となっています。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）を含め、あらゆる暴力の防止、根絶に向けて理解を深

めていくとともに相談窓口体制の充実、被害者支援等の対策が必要です。  

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

11 「雲南市ＤＶ対策基

本計画」に基づく啓発

と推進 

 

【国が２０１４（平成２６）年に改正した「配偶者からの暴

力防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく「雲南

市ＤＶ対策基本計画」を「第２次雲南市男女共同参画計画」

に盛り込み重点的に推進していきます。】 

●周知媒体を利用した意識啓発 

男女共同参画 

センター 

健康推進課 
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ＤＶ等の被害者の支

援と防止対策の推進 

【予防啓発活動などにより、ＤＶ等は重大な人権侵害である

という意識の徹底を図ります。被害者の立場に立った相談体

制の充実と適切な対応ができるよう、相談窓口担当者の資質

向上と関係機関の連携を図ります。また、ＤＶ等の被害者支

援の充実を図ります。】 

●関係機関との支援内容の把握と連携 

●男女間におけるＤＶに関する調査の実施 

●ＤＶ・デートＤＶ防止に対する正しい認識・普及・啓発 

●県、市等の関係機関との連携により、速やかな被害者の 

安全確保、適切な情報提供と早期の自立支援促進 

●関係機関との担当者連絡会議の開催 

●現場に重点を置いたケーススタディの実施 

●専門的・総合的な相談支援機能の充実 

●担当職員及び相談員の資質向上 

●公営住宅の安定確保と優先入居の促進 

男女共同参画セ

ンター 

健康推進課 

子育て支援課 

子育て相談室 

長寿障がい福祉

課 

教育委員会 

市民環境生活課 

業務管理課 

 

 

13 性犯罪防止対策の推

進 

【性犯罪を含む犯罪被害防止に配慮した安全・安心なまちづ

くりを推進します。】 

●防犯灯整備 

●市営住宅内防犯設備の充実 

●通学路や公園等における防犯・安全対策の強化 

男女共同参画 

センター 

地域振興課 

総務課 

教育委員会 

14 ハラスメントの相談 【様々なハラスメントに対する相談体制の充実とハラスメ 男女共同参画セ
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体制と防止対策の推

進 

ント防止に対する個々の意識を高めるための情報提供や研

修を開催し、予防啓発及び防止対策を強化します。】 

●ハラスメント防止に対する個々の意識を高めるための情

報提供や研修会の実施 

●プライバシーが守られる相談室の充実と整備 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

●予防啓発及び防止活動の強化 

ンター 

商工観光課 

15 児童・高齢者・障がい

のある人への虐待防

止と対策の強化 

【被害者の立場に立った相談体制の充実と適切な対応がで

きるよう相談窓口担当者の資質向上と関係機関の連携を図

ります。また、予防啓発活動を行います。】 

●関係機関との支援内容の把握と連携 

●関係機関の担当者連絡会議の開催 

●現場に重点を置いたケーススタディの実施 

●専門的・総合的な相談支援機能の充実 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

●担当職員及び相談員の資質向上 

男女共同参画セ

ンター 

健康推進課 

子育て支援課 

子育て相談室 

長寿障がい福祉

課 

教育委員会 

市民環境生活課 
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基本目標Ⅲ．女性が参画しやすい体制をつくり、ものごとの企画や決定に男女とも

に関わることができる環境の整備 

 

Ⅲ－１．政策・方針決定過程への男女共同参画推進 

 

現状と課題 

 市政への方針決定過程において、多様な意見を反映するために、男女が平等に参画する機会を

得ることは重要なことです。市政の方針を検討する場である審議会等においては、性別に偏りが

ない委員構成が必要と考えられます。 

雲南市では、審議会等における女性の割合目標を平成 26年度 40％としてきましたが、達成

できず、今後更に是正の努力が必要となっています。 

 より多くの市民が、市政に積極的に参画する機会を得られるように市民の市政への関心を高め

る取組や市政に参画しやすい仕組づくりを推進し、市民の市政参画を促します。 

 このほかにも，多くの女性がさまざまな領域で社会参画を実現できるよう，男女ともに理解や

支援に向けた環境整備、リーダー育成講座や，各領域で活躍する女性のリスト作成に向けて取組

むことが必要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

16 審議会等への女性の

参画促進 

【審議会等への女性の登用促進の方策を検討します。女性委

員比率の向上と女性委員のいない審議会等の解消に努めま

す。】 

●女性登用に向けた条例・要綱等の見直し 

●市民公募枠の拡大、公募に関する情報の提供 

●意思決定の場への女性の参画促進 

●女性参画の理解と取組の促進（男女いずれかの委員数が、

委員総数の 40%） 

●審議会等への女性の参画を促すため、地域リーダー育成講

座の開催と、男性の意識啓発講座の開催 

全課 

17 各種団体における女

性の登用促進 

【登用促進の方策を検討し、女性の委員比率の向上と女性委

員のいない団体等の解消に努めます。】 

●女性の登用促進に係る働きかけ 

●女性参画の重要性と理解を深めるための啓発 

●意思決定の場への女性の参画促進 

男女共同参画セ

ンター 

地域振興課 

18 女性の人材育成の推

進 

【女性の人材育成と人材情報の充実を図ります。】 

●女性人材登録リストの整備と活用 

●女性リーダー育成講座の開催 

●女性人材の発掘と拡充 

男女共同参画セ

ンター 

商工観光課 
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基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学

校づくり 

 

Ⅳ－１．家庭生活での男女共同参画の促進 

 

現状と課題 

 男性の育児や介護への参画については，昨今徐々に浸透してきているとはいえども，まだまだ

女性にかかる負担のほうが大きいのが実状です。多様な働き方が増え、仕事と家庭を両立し、性

別や年齢を問わず地域社会や職場、家庭内での協力が不可欠となります。 

 現在、本市では多くの子どもが「保育所」や「幼稚園」などを利用しています。「保育所」は

現在の利用者も今後の利用者も多く、特に０～２歳児で高いニーズがみられます。本市では、就

学前児童の約半数がフルタイムで就労しており、約３割がパートタイムで就労しています。小学

校児童の母親は、就学前児童の母親と比べ就労の割合が高く子どもの成長に伴い就労する母親が

増えていく傾向がうかがえます。現在、アルバイト・パートで就労している就学前児童の半数近

くが、フルタイムへの転換を希望し、就労していない母親の大半がアルバイト・パートを中心と

した就労を希望しています。 

 また、本市では育児休業取得後、ほとんどの母親が職場復帰することから、子どもを預けられ

る施設や保護者のニーズに対応した事業整備、サービスの充実が必要です。 

雲南市は、平成１６年１１月に合併し 10年間で人口が約 5千人減少し、高齢化率は平成 27

年には 36％と予想され、全国の 25年先の状態です。高齢者の安心・自立した生活を支援する

ため、介護予防に重点をおいたサービスの実施が求められています。介護をしている家族等にと

っての身体・こころの負担は大きく、介護サービスや各種事業の情報提供、介護負担軽減のため

の支援が必要です。 

また、地域で高齢者支援を担う啓発活動を実施し、協力体制基盤をつくることが重要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

19 家庭生活における男

女共同参画意識の啓

発 

【一人一人の個性や能力が発揮でき、誰もがいきいきと暮ら

していける社会づくりを目指し、男女共同参画の視点や意識

を養っていきます。】 

●男女共同参画を推進するための学習会や講座等の実施 

●自主組織等地域と密着した団体や学校、幼稚園、保育所

（園）との連携 

●「男女共同参画都市宣言文」の内容の啓発と意識啓発のた

めのツール作成、利用 

男女共同参画セ

ンター 

地域振興課 

教育委員会 

20 多様なライフスタイ

ルに対応した子育て・ 

介護の支援 

【女性が社会に参画しながら、安心して子育てや介護ができ

る環境づくりの支援をします。】 

●子育て支援サービスや介護サービスについての情報提供 

●認知症サポーター育成と地域で高齢者支援を担う意識啓

発の推進 

●日常生活に役立つ男性対象の実践的講座の開催 

●地域での子育て支援の充実 

男女共同参画セ

ンター 

包括支援センタ

ー 

健康推進課 

長寿障がい福祉

課 
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●利用者のニーズ把握と支援 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

●認定こども園の普及促進と特別保育の拡充 

●男女共同参画の視点で、「雲南市子ども・子育て支援事業

計画」「雲南市総合保健福祉計画」の推進 

教育委員会 

子育て支援課 

子育て相談室 

健康福祉総務課 
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Ⅳ－２．ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

現状と課題 

 男性の育児や介護への参画については，昨今徐々に浸透してきているとはいえども，まだまだ

女性にかかる負担のほうが大きいのが実状です。多様な働き方が増え、仕事と家庭を両立し、性

別や年齢を問わず地域社会や職場、家庭内での協力が不可欠となります。 

２０１４年（平成２６年度）市民意識調査の結果から、 

職場における男女の平等感について、「平等」は３０．５％、「男性の方が優遇されている」が５

２．９％と高い結果でした。 

 また、「女性が働き続けていくことについて、現在どのような状況にあるか」という質問に対

して、「働き続けにくい」と回答した人は、６１．４％でした。 

仕事や家庭、地域生活などのバランスを取ることで、多様な生き方や働き方が選択でき、誰も

が自分らしく家族も安心して暮らすことができ、企業にとっても生産性向上や優秀な人材確保に

役立つとされています。ワーク・ライフ・バランスの実現は、誰もが望む生き方ができる社会実

現にとって必要不可欠であることから、今後、企業等と連携してワーク・ライフ・バランスに対

する取組を積極的に推進します。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

21 ワーク・ライフ・バラ

ンスについての理解

と定着 

【ワーク・ライフ・バランスの推進を図るための環境づくり

や効果的な取組を進めます。】 

●ワーク・ライフ・バランスの必要性と意識啓発 

●育児・介護などの休業制度に関する情報提供 

●ワーク・ライフ・バランスへの転換を促すための情報提供 

男女共同参画セ

ンター 

子育て支援課 

子育て相談室 

産業推進課 

商工観光課 

22 各休業制度の取得促

進 

【休業制度等に関する情報提供と取得促進に係る啓発を行

います。】 

●休業制度等に関する情報提供 

●休業制度等に関する事業所向け研修会の実施 

男女共同参画セ

ンター 

産業推進課 

商工観光課 
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Ⅳ－３．地域における男女の均等な機会と参画促進 

 

現状と課題 

 自治会や、コミュニティ活動等の地域活動では、慣習や社会通念からくる固定的な性別役割分

担が根強く残っています。市民活動も特定の性、年齢層だけで扱われている場合が少なくなく、

男女共同参画の視点にたった人材育成やネットワークの構築において、女性の活躍を推進する取

組が十分とは言えない状況です。 

 地域活動に女性がもっと参画していけるように，女性たちのエンパワーメントに向けた取組が

必要です。そのために、女性のリーダー育成事業の実施、個性的で魅力的なまちづくり、女性の

視点を活かした観光振興を進めます。 

 また、災害に対する備えや災害時に男女共同参画の視点を踏まえた体制が確立されるよう、防

災分野でも女性の参画が重要となります。 

 近年、環境問題について取りざたされることが多く、身近な環境問題に対して学び、取組む機

会が増えましたが、女性の参画が多いのが現状です。男女が共に参画できる事業の推進を図る必

要があります。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

23 地域における男女共

同参画の促進 

【地域における男女共同参画の基盤づくりを地域とともに

進めます。】 

●女性リーダー育成 

●市民団体等の活動への支援と市民の積極的参画促進 

●地域内の絆づくりを促進するため、自主組織と市民との連

携、支援を行い、拠点施設（交流センター）の積極的な活用

促進 

●地域課題に対応した研修会の開催と支援 

●シニア世代の地域活動への参画促進（価値観・生きがい再

構築） 

●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推

進 

男女共同参画セ

ンター 

地域振興課 

都市建築課 

業務管理課 

24 防災分野における男

女共同参画の推進 

【防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画促進

と防災体制の確立】 

●男女共同参画の視点で「雲南市地域防災計画」や災害対応

マニュアルなどの推進 

●計画、マニュアルなど方針決定への女性参画拡大 

●女性・高齢者・障がいのある人・乳幼児・外国人等、多様

なニーズに配慮した避難所運営や救援物資の備蓄 

●女性・高齢者・障がいのある人など特に支援が必要な人に

配慮した防災計画の策定、マニュアル整備 

●自主防災組織等に対する男女共同参画の視点を活かした

講習会の実施 

●女性の人材育成と地域モデルの育成 

男女共同参画セ

ンター 

危機管理室 

 

25 女性の視点を活かし 【女性の視点を活かした観光分野での企画・運営・情報発信 男女共同参画セ
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た観光分野の推進 と観光分野への女性の参画を促進し、ロールモデルとなる人

づくりの支援をします。】 

●まちづくり活動や観光イベントなどへの女性の参画促進 

●企画・運営・情報発信など女性の視点を活かした活動への

支援 

ンター 

商工観光課 

26 男女がともに取り組

む環境対策の推進 

【身近な環境問題に男女がともに関わることができるよう

取組の推進を図ります。】 

●男女がともに参画できる環境問題への取組 

●地域環境対策等の情報、取組事例の発信、情報交換や交流

の場の提供 

●男女がともに参画しやすい講演会・研修会の開催 

男女共同参画セ

ンター 

市民環境生活課 

27 地域活動に取り組む

団体の方針決定過程

への女性の参画の促

進 

【男女共同参画の視点を取り入れ、男女がともに主体的に関

わることができ、方針決定過程において女性の積極的な参画

を進めるよう働きかけます。】 

●女性役員の積極的な登用 

●固定的性別役割分担意識解消の推進 

●世代間交流の奨励 

●女性の人材育成と地域モデルの育成 

男女共同参画セ

ンター 

地域振興課 

総合センター 
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Ⅳ－４．労働の場（職場）における男女共同参画の確立 

 

現状と課題 

 男女の労働者が、仕事と家庭の両立を図りながら、一人一人の意欲と能力に応じて共に働くた

めの環境を整備するために、労働関連の悩みに関する相談窓口の充実や、関係機関との連携など

による支援を実施します。 

 また、結婚や出産・育児などで一度退職し、再就職を希望する女性を支援するために、再就職

のための情報提供を推進する必要があります。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

28 ポジティブ・アクショ

ン（積極的改善措置）

の推進 

【事業所等、様々な組織の意思形成や方針決定に女性が積極

的に参画できる環境づくりのためポジティブ・アクションの

推進を図ります。】 

●男女労働者の格差解消に向けたポジティブ・アクションの

推進 

男女共同参画セ

ンター 

産業推進課 

29 職場における男女共

同参画に関する啓発

と支援 

【男女が性別によることなく、能力に応じた機会や待遇が確

保され、その能力が十分に発揮できる雇用環境を整備し、情

報提供と意識啓発を行います。】 

●女性管理職登用の促進のための啓発、情報提供 

●男女共同参画社会を推進するためのネットワークづくり 

●取組事例やモデル事業所の紹介 

●国・県・市の両立支援事業、研修等に係る情報提供 

●ワーク・ライフ・バランス等の啓発 

●働く男女の健康管理対策の推進 

●男女共同参画の視点を取り入れた講演・研修の促進 

●女性のキャリア形成に係る職業能力開発支援と情報提供 

●相談窓口の周知 

男女共同参画セ

ンター 

産業推進課 

商工観光課 

健康推進課 

30 入札参加資格者要件

に係る男女共同参画

の推進 

【入札参加資格者要件登録事業所の取組状況の把握を行い

ます。また、入札参加資格者要件についての周知を図りま

す。】 

●男女共同参画取組状況の把握 

●入札参加資格者要件の周知 

男女共同参画セ

ンター 

管財課 

31 事業所の男女共同参

画実態調査の実施・結

果の共有 

【事業所実態調査の実施と結果を共有し、施策の進め方の参

考とします。】 

●事業所実態調査の実施 

●結果の共有と施策への反映 

男女共同参画セ

ンター 

全課 
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Ⅳ－５．商工・農林・水産業等における男女共同参画の推進 

 

現状と課題 

 企業で働く女性や起業を目指す女性に対する支援の一つとして、企業家育成セミナー等の情報

を積極的に提供しています。女性会員が主体である産直振興推進協議会の地産地消、地産都商の

取組に対し支援を行い、平成２４年度には、売上高が雲南市全体で３億６千３百万円（対前年比

９．９１％）、平成２５年度には、４億１千５百万円（対前年比１１４％）に達するなど、女性

の積極的な生産活動への参画により大きな成果をあげています。 

一方で、サービス業など自営業で働く女性の労働環境や地位向上に向けた意識啓発の取組が不十

分です。市内の中小企業、個人事業者への意識啓発活動が未実施であり、状況を把握するための

調査についても平成２２年度以降実施されていません。先に挙げた中小、個人事業者に対する実

態把握、啓発活動等実施する必要があります。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

32 男女に均等な雇用環

境の整備 

【男女が性別によることなく、能力に応じた機会、待遇が確

保され、能力を十分に発揮できる雇用環境整備を図ります。】 

●取組事例やモデル事業所の紹介 

●国・県・市の両立支援事業、研修等に係る情報提供 

●働く男女の健康管理対策の推進 

●男女共同参画の視点を取り入れた講演・研修の促進 

●女性のキャリア形成に係る職業能力開発支援と情報提供 

●相談窓口の周知 

●固定的性別役割分担意識解消の推進 

●ハラスメントの予防啓発 

男女共同参画セ

ンター 

健康推進課 

商工観光課 

産業推進課 

33 各種団体への女性の

参画促進 

【各種団体への女性の参画を促します。また、各種団体への

働きかけを行います。】 

●意思決定の場への女性の参画促進と各種団体への啓発 

男女共同参画セ

ンター 

34 

 

 

ＩＵターン者の起業

や女性生産活動グル

ープの支援 

【起業をはじめ、新たな分野や活躍に向けてチャレンジする

女性の支援をします。】 

●起業を望む女性のＩＵターン者に対する情報提供及びグ

ループの活動支援 

●女性の経営参画の推進 

●女性リーダーの育成（認定農業者、農業士など） 

男女共同参画セ

ンター 

産業推進課 

商工観光課 
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Ⅳ－６．学校等における男女共同参画の推進 

 

現状と課題 

 「男女平等教育」は、学校教育の基本でもあり、市民意識調査をみても「学校教育の現場」に

おける「男女の地位の平等感」は他の分野より高く、％でした。 

子どもたちは、小さい時から男女共同参画の視点に立った教育を受けることが大切であり次代

を担う子どもたちの男女共同参画意識をはぐくむ環境づくり、一人一人の子どもが大切にされ、

個性や能力を尊重した教育・保育を進めるとともに、教職員、保育者の意識啓発（＝指導の視点）

教育支援（＝支える視点）を更に進めていきます。また、児童、生徒が主体的に進路を選択でき

るような支援が必要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

35 

 

 

教職員等に対する研

修 

【教職員・保育者が子どもたちに与える影響は大きく、人権

教育の推進のための研修の場を提供します。】 

●男女平等の視点に基づいた学校・幼稚園・保育所（園）の

運営 

●ジェンダーにとらわれない教育、保育の実施 

●関連図書展示、パネル展示等による啓発 

●教育関係図書、ビデオ、ＤＶＤ等の資料収集及び貸出、紹

介 

●教職員・保育者への研修や意識啓発の充実 

男女共同参画セ

ンター 

教育委員会 

子育て支援課 

子育て相談室 

 

36 幼児・児童・生徒に対

する発達段階に応じ

た指導 

【人権・性・健康に関する教育を発達段階に応じて推進しま

す。また、個性を活かし、意欲と能力を健やかに育めるよう

男女平等意識の啓発を行います。】 

●男女が主体的に進路を選択できる進路指導の充実 

●キャリア教育推進プログラム（「夢」発見プログラム）の

充実 

●「人権」「性」「健康」に関する意識啓発 

●デートＤＶ防止に対する正しい認識・普及・啓発 

●発達段階に応じた性教育の推進 

●「お弁当の日」の取組みによる男女共同参画意識の育成 

男女共同参画セ

ンター 

教育委員会 

子育て支援課 

子育て相談室 

健康推進課 

37 学校評議員・ＰＴＡ等

女性役員登用への積

極的な推進 

【女性役員の積極的な登用を進め、積極的に男女ともに関わ

り、協力し、活動できる環境をつくります。】 

●学校評議員、ＰＴＡ等の役員に女性の参画を促進するため 

働きかけていく。 

男女共同参画セ

ンター 

教育委員会 
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基本目標Ⅴ．様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備 

 

Ⅴ－１．高齢者、障がいのある人が安心して暮らせる環境の整備 

 

現状と課題 

 だれもが自分らしく生きる権利をもっており，それが尊重されなくてはならないとする男女共

同参画社会の理念に基づけば，障がいや年齢等、あらゆるバリアーについて再考し，取り除いて

いく必要があります。 

ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推進を図るとともに、心のバリアフリ

ー化を目指します。偏見や差別のない誰にとっても住みやすいまちづくりを推進する必要があり

ます。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

38 高齢者の自立した生

活に対する支援や相

談支援の充実 

【高齢者が地域で安心して暮らせ、自立した生活を営むこと

ができるよう、住民相互の支えあいによる地域ぐるみの支援

を促進します。また、男女が共に介護を担い、支えていくた

めの環境整備に取組ます。】 

●地域での消費者被害や犯罪に対する予防啓発 

●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推

進 

●生涯学習、地域活動の場の提供 

●一人暮らし世帯に配慮した支援、見守り 

●介護予防事業の実施 

●養護者に対する情報提供と支援 

●相談体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

業務管理課 

都市建築家 

地域振興課 

包括支援センタ

ー 

健康推進課 

健康総務福祉課 

長寿障がい福祉

課 

市民環境生活課 

39 障がいのある人の自

立した生活に対する

支援や相談支援の充

実 

【障がいのある人が地域で安心して暮らせ、「ノーマライゼ

ーション」の理念の実現に向けた啓発活動を推進します。】 

●地域での消費者被害や犯罪に対する予防啓発 

●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推

進 

●生涯学習、地域活動の場の提供 

●養護者に対する情報提供と支援 

●ノーマライゼーションの確立を図る 

●相談体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

業務管理課 

都市建築家 

地域振興課 

包括支援センタ

ー 

健康推進課 

健康総務福祉課 

長寿障がい福祉

課 

市民環境生活課 
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Ⅴ－２．外国人市民が安心して暮らせる環境の整備 

 

現状と課題 

 雲南市には 2０２名（H26.4 月時点）の外国人市民が暮らしています。少数ですが，これら

の人びとが排除されることなく，共に社会参画できるようにしていくことも、男女共同参画社会

の形成にとっては重要なことです。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

40 外国人市民の暮らし

やすさに配慮した支

援や相談体制の充実 

【言語、習慣、制度、文化等の違いを相互理解するための交

流促進、支援を行います】 

●差別意識解消のための啓発の推進 

●外国人との地域社会づくりの推進 

●地域での消費者被害や犯罪に対する予防啓発 

●相談体制の充実 

●外国人市民向け母子保健情報の提供、個別支援など相談

及び支援体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

地域振興課 

教育委員会 

健康推進課 

子育て支援課 

子育て相談室 

41 多文化共生意識の高

揚 

【違いを認め合い、尊重しあう暮らしやすい多文化共生社会

を築きます。】 

●市民との交流の場をつくり、同じ地域に暮らす外国人や

外国文化の周知と理解を関係機関とともに促進する。 

男女共同参画セ

ンター 

地域振興課 
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Ⅴ－３．ひとり親家庭等に対する環境整備の推進 

 

現状と課題 

 様々な理由により、ひとり親世帯が増加し、とりわけ母子のみの世帯では経済的に不安定な生

活を強いられていることが多く、物理的な支援、相談体制の充実や情報提供を行うことが重要で

す。また、自立に向けた支援が必要です。 

また、母子のみの世帯の生活困難の背景には、固定的性別役割分担とそれに基づく就業構造によ

る収入格差、父子のみの世帯においては、非正規雇用、孤立が問題視されています。 

 父子のみの世帯については、公的な支援も少なく、母子のみの世帯と同じように社会的・経済

的に不安定な生活を強いられています。子育て、学校、地域、職場においての不安や相談する人

がいないなどの現状も見受けられます。支援制度等の情報提供はもとより、求められている声を

聞き、適切な支援が必要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

42 ひとり親世帯等に対

する子育て支援や相

談体制の充実 

【ひとり親世帯等、支援が必要な人が安心して生活が営める

よう支援します。】 

●父子家庭への福祉制度等の情報提供 

●実態把握とそれぞれの窮状に即したきめ細やかな支援 

●各種手当、給付金などの情報提供 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

健康推進課 

子育て支援課 

子育て相談室 

教育委員会 

産業推進課 
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Ⅴ－３．生活困窮など様々な困難を抱える人への対応 

 

現状と課題 

 厳しい経済状況から、性別、年齢を問わず不安定雇用が増加し、経済的に困窮した市民が増加

しています。生活の安定が図れるよう、就業支援をはじめ福祉制度の充実、必要なところに支援

が届くよう、生活に関わるあらゆる相談にきめ細やかに対応し、地域社会とつながりのある生活

ができるよう支援を進める必要があります。 

 法律施行を踏まえ、実態把握、分析、研究、関係機関との連携が重要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

43 自立促進に向けた調

査・研究 

【実態の把握と分析、法律等の研究を行います。】 

●平成 27 年 4 月から「生活困窮者自立支援法」が施行

されることを踏まえて、生活保護を受けている人の把握、

分析 

●法律等に関する研究 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

健康福祉総務課 

44 効果的な支援の検

討・実施 

【効果的な支援の検討と実施を関係機関と進めていきま

す。】 

●実態把握、分析結果から、それぞれの窮状に即したきめ

細やかな支援 

●支援策の検討・実施と関係機関との連携 

男女共同参画セ

ンター 

健康福祉総務課 
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基本目標Ⅵ．総合的な推進体制の整備 

 

Ⅵ－１．市役所推進体制の充実 

 

現状と課題 

 男女共同参画の推進に係る施策は広範囲に及ぶため、全庁的な問題として捉える必要がありま

す。男女共同参画の視点に立った職場づくりや市政の推進を目指し、庁内体制の強化が必要です。 

この計画を推進していく上で、市民が男女共同参画について理解、認識を深めるためには、職員

が率先して男女共同参画の視点を持ち、市の施策は基より、家庭や地域など仕事以外のあらゆる

場面で、気づき、考え、行動することが重要です。  

 また、庁内外の意見や市民意識調査の結果などを施策に反映させ、実施状況のフォローアップ

を図ります。国・県・他自治体、関係団体との連携、協力により雲南市が目指す「男女共同参画

社会」を実現していきます。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

45 市民と協働の推進体

制の確立 

【男女共同参画施策の全庁的推進を図ります。また、市民と

協働の推進体制を確立します。】 

●男女共同参画施策についての審議（雲南市男女共同参画

推進委員会） 

●島根県雲南市男女共同参画サポーター、雲南市男女共同

参画まちづくりネットワーク会議による男女共同参画の

啓発と会員の増加 

●近隣市町等関係機関とのネットワークの構築 

●国、県等との連携 

●市民・企業・市民活動団体等との情報交換、共有による

連携強化 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

46 庁内推進体制の強化 【全庁的な推進を図るため、核となる本部会議、連絡会議の

体制強化を図ります。】 

●雲南市男女共同参画推進本部会議、連絡会の開催、庁内

での推進体制の強化 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

47 計画の進行管理・評

価・分析・見直し 

【男女共同参画計画の進行管理と効果的な施策の推進を図

るための分析、計画の見直しを行います。】 

●施策の進捗状況や計画の見直しのための調査・研究 

●年次報告書の作成、公表 

●施策推進のため、施策を総合的に調整し、必要な施策の

企画・立案の実施 

●審議機関等から提言を担当課に伝え、適切な助言と指導

を行い、担当課との協議、検討の場を設置 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

48 男女共同参画に関す

る意識啓発 

【性別にとらわれることなく、職員の視点が市の施策に反映

されるよう意識啓発を図ります。施策推進に向けた職員の意

識づくりの推進を図ります。】 

男女共同参画セ

ンター 

全課 
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●男女共同参画に関する研修の実施。庁外で実施されるセ

ミナー等の情報提供 

●男女が働きやすい職場づくりの推進のため、ハラスメン

ト防止のための取組、ワーク・ライフ・バランスの確保 

●市立図書館、学校図書室、男女共同参画センターにおける

男女共同参画関係書籍、資料、ビデオ、ＤＶＤなどの収集と

利用促進 

49 男女共同参画の視点

に立った市の制度・施

策の見直し 

【男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画の視点に立

った市の制度や施策の見直しを図ります。】 

●現行制度、施策についての見直しの実施 

●制度等課題に対応する施策・事業の研究・実施 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

50 相談窓口体制の充実 【施策等に対する苦情や相談を受け付け、各担当課と共有す

る機会をつくり、解決に向け適切な処理を行います。】 

●人権センター、男女共同参画センターは、市が行う男女

共同参画施策等についての苦情、相談に対する窓口周知 

●相談窓口体制の充実 

●担当課等との情報共有、解決に向けた適切な処理 

男女共同参画セ

ンター 

全課 
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Ⅵ－２．男女共同参画推進モデルとしての市役所における環境の整備 

 

現状と課題 

 雲南市が目指す「男女共同参画社会」を実現するためには、職員が率先して男女共同参画を推

進していく必要があります。そのために、意識啓発を継続的に実施し、固定的な性別役割分担意

識の払拭、市の政策方針過程に男女が隔たりなく参画できるよう促す必要があります。女性職員

の積極的な管理職登用、ワーク・ライフ・バランスの確立により、働き方や意識を変え、職場環

境を整えることで、他のロールモデルとなるよう取り組むことが必要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

51 女性職員の管理職育

成と積極的登用 

【男女がともに参画できる職場づくりを実行します。固定的

性別役割分担意識にとらわれず、個人の能力を活かす適切な

人員配置を実施します。また、女性管理職の積極的な登用（登

用率 25%）を目指します。】 

●女性管理職の育成に向けた環境整備 

●女性管理職の積極的な登用 

●固定的性別役割分担意識にとらわれない人員の配置 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

52 各休業制度取得促進 【各休業制度の周知と取得促進に向けた啓発、情報提供を行

います。また、相談窓口の充実を図ります。】 

●男性職員の子育てや介護への参画に関する意識啓発 

●関連する法改正・制度改正への対応 

●休暇・休業制度を取得しやすい職場環境整備 

●休業制度利用によるハラスメント等の予防啓発 

●相談体制の充実 

男女共同参画セ

ンター 

全課 

53 ハラスメント防止と

相談体制の充実 

【ハラスメントなどの防止に向けた取組を推進します。】 

●職員研修の実施 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

●アンケート調査実施 

●情報提供と予防啓発の実施 

男女共同参画セ

ンター 

全課 
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Ⅵ－３．男女共同参画推進拠点の機能と体制の強化 

 

現状と課題 

 男女共同参画センターの市民への浸透を図るため関連事業等に関する積極的な広報活動を推

進します。円滑な事業運営を目指すとともに、新たに幅広い市民の参画を促進するため男女共同

参画関係団体の活動拠点を設置し、更なる事業運営の充実、体制の強化が必要です。 

 

 具体的施策 施 策 内 容 所管課 

54 男女共同参画センタ

ーの周知と活用 

【男女共同参画センターの施策内容等に係る周知と積極的

な広報活動を行います。】 

●相談窓口の周知と相談体制の充実 

●市民への積極的な広報活動の推進 

男女共同参画セ

ンター 

55 男女共同参画に関す

る調査研究・情報提供

の充実 

【計画策定及び施策の推進、円滑な運営、事業展開を図るた

め、市民意識調査等を実施します。】 

●市民意識調査の実施 

男女共同参画セ

ンター 

56 男女共同参画関係団

体の活動拠点の設置、

活用 

【男女共同参画関係団体の活動拠点の設置を目指し、団体の

活動、事業展開が円滑に行われるよう支援します。】 

●団体の活動拠点設置 

●活動等の支援 

男女共同参画セ

ンター 
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用語解説 

用語 解説 

エンパワメント（女性の能力育成・開

発） 

力をつけること。誰もが本来持っている個性や能力

を学習によって引き出し、政治的、経済的、社会的、

文化的に力をもった存在になることをいいます。 

お弁当の日 あらかじめ決められた日に、子どもたちができるだ

け一人で弁当を作り、それを学校へ持って行って食

べる日です。家族の会話やふれあいを増やし、子ど

もたちに「生きる力」「いのちを 大切にする気持ち」

「人への感謝の気持ち」を育成することをねらいと

しています。雲南市内全小中学校で行う「夢」発見

プログラムに位置付けています。 

キャリア教育推進プログラム（「夢」発

見プログラム） 

「キャリア教育」とは、「児童生徒一人ひとりの勤

労観・職業観を育てる教育」とされています。雲南

市の子どもたちが「ふるさと雲南」の地域資源「人・

もの・こと」や伝統文化にふれ、温かい人々との交

流を通して、将来への夢や希望、勤労観、職業観を

発達段階に応じて身に付ける学習プログラムのこ

とを言い、雲南市では「夢」発見プログラムと命名

しています。 

固定的性別役割分担意識 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を

決めることが適当であるにも関わらず「男は仕事・

女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」

等のように、男性、女性という性別を理由として、

役割を固定的に分ける考えのことをいいます。（内

閣府第３次男女共同参画基本計画より） 

参加と参画 「参加」は仲間に加わること。「参画」は、単に参

加するだけではなく、企画立案や決定に自らの意思

で関わり、意見や考えをだし、負担も担い合うとい

う主体的・積極的な態度や行動をいいます。 

ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間

には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）

があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会

によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があ

り、このような男性、女性のべつを「社会的・文化

的に形成された性別」（ジェンダー/gender）とい

う。「社会的・文化的に形成された性別」はそれ自

体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的

にも使われています。（内閣府第３次男女共同参画

基本計画より） 

ジェンダーチェック 日常生活の中で当たり前と見過ごしている性差別

的な意識や言動に気づき、見直していくため、自分
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の考えや行動を振り返りながら設問に回答し、自ら

がチェックすることで、ジェンダー意識の現状を認

識することをいいます。 

人権文化 日常生活の中で、お互いの人権を尊重することを自

然と感じ、考え、行動することが定着した生活のあ

りようそのものをいいます。 

生活困窮者自立支援法 生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を支援

し、自立の促進を図る法律（平成 25 年法律第 105

号）。2013 年（平成 25）12 月成立、平成 27

年 4 月施行。生活困窮者とは、経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある

者のことをいいます。法律では福祉事務所設置自治

体が実施主体となり、対象者に向けて以下の五つの

支援事業を行うことを定めています。(1)自立相談

支援事業 就労支援や自立の相談に応じます。(2)

住宅確保給付金の支給 離職などにより、住宅を失

った生活困窮者に家賃相当の給付金を支給します。

3)就労準備支援事業 就労に必要な訓練を有期で

実施します。(4)一時生活支援事業 住居のない生

活困窮者に対し、一定期間宿泊場所を提供します。

(5)家計相談支援事業 家計に関する相談、家計管

理に関する指導、資金貸付けの斡旋(あっせん)など

を行います。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 日本語に直訳すると「家庭内の暴力」となり、一般

的には「配偶者または同居などで事実婚関係にある

男女、または元配偶者など親密な関係にあった男女

からふるわれる暴力」とされています。具体的には

殴る、蹴る、刃物をつきつけるなどの「身体的暴力」、

大声で怒鳴る、無視するなどの「精神的暴力」、手

紙やメールをチェックする、友人とのつきあいを監

視するなどの「社会的暴力」、生活費を渡さないな

どの「経済的暴力」、性行為の強要や避妊しないな

どの「性的暴力」があります。ＤＶは犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるとともに、個人の

尊厳を害するものであり決して許されません。平成

１３年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律」が制定され、被害者は一時保護

や保護命令の申請などが可能になりました。 

デートＤＶ 高校生や大学生など若い世代における「交際相手

（恋人）からの暴力」「結婚していない男女間での

暴力行為」のことをいいます。（島根県資料より） 

内閣府が平成 20年度に実施した「男女間における

暴力に関する調査」において、10 歳代、20 歳代
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のときの交際相手から被害を受けたことが「あっ

た」と回答した方は、女性 13.6％、男性 4.3％で

した。暴力には、配偶者からの暴力と同様に「身体

的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」が含まれ、日本

では最近になって問題視されるようになりました。

内閣府では、若年層に対して、交際相手や配偶者か

らの暴力の問題について考える機会を積極的に提

供することが、男女間における暴力の防止に有用で

あると考え、男女の対等なパートナーシップや暴力

を伴わない人間関係の構築に向けた啓発の実施を

目的に、予防啓発プログラムの開発などを行ってい

ます。（内閣府男女共同参画局作成の資料より） 

ノーマライゼーション 障がい者や高齢者など社会的に不利を負いやすい

人たちを包含するのが通常の社会であり、他の人た

ちと同等の権利を享受し、共に生活し活動すること

が、社会の本来あるべき姿であるという考え方をい

います。 

ハラスメント 他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係な

く、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不

利益を与えたり、脅威を与えることを指します。 

セクシュアル・ハラスメント…、本人が意図する、

しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自

身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発

言・行動を指します。 

パワー・ハラスメント…同じ職場で働く者に対し

て、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性

を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身

体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

をいいます。 

マタニティ・ハラスメント…働く女性が妊娠・出産

に関連し職場において受ける精神的・肉体的いやが

らせのことを指します。 

ポジティブアクション（積極的改善措

置） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動 

に参画する機会に係る男女間の格差を改善するた

めに必要な範囲内において、男女のいずれか一方に

対し、当該機会を積極的に提供することをいいま

す。「男女共同参画社会基本法」第二条では「積極

的改善措置」として規定されています。 

 我が国では、審議会等委員の登用や公務員の採

用、登用等で積極的改善措置を進めており、企業で

も男女労働者間における格差解消に積極的に取り

組む姿勢が広がりつつあります。 
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（内閣府男女共同参画局作成の資料より） 

メディア・リテラシー メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディア

にアクセスし、活用する能力、メディアを通じコミ

ュニケーションする能力の３つを構成要素とする

複合的な能力のこと。（内閣府第３次男女共同参画

基本計画より） 

ユニバーサルデザイン 障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様

な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザ

インする考え方のこと。（内閣府第３次男女共同参

画基本計画より） 

ライフステージ 人間の一生を段階によって区分すること。通常は幼

年期、少年期、青年期、壮年期、老年期に分けてい

ます。 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性

と生殖に関する健康と権利） 

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）

とは、１９９４年（平成６年）の国際人口／開発会

議の「行動計画」及び１９９５年（平成７年）の第

４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」にお

いて、「人間の生殖システム、その機能と（活動）

過程の全ての側面において、単に疾病障がいがない

というばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完

全に良好な状態にあることを指す。」とされていま

す。 

また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関す

る権利）は、「全てのカップルと個人が自分たちの

子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任を

もって自由に決定でき、そのための情報と手段を得

ることができるという基本的権利、並びに最高水準

の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを

得る権利」とされています。 

（内閣府第３次男女共同参画基本計画より） 

ロールモデル 具体的な行動技術や行動事例を模倣・学習する対象

となる人材をいいます。 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生

活の調和） 

家庭責任を果たしたり、健康保持、自己研修等のた

め、文字通り、仕事と生活のバランスを整えること

です。要すれば、「働き方の見直し」を行うことで

すが、単に労働時間を短くするということではな

く、仕事の進め方や時間管理の効率化を進めると共

に、短時間勤務、フレックスタイム制、在宅勤務、

多目的な長期休業などの多様な時間制度を選択で

きる柔軟な就業環境を整えることを指します。（内

閣府男女共同参画局作成の資料より） 
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